
     
    山賀勝彦会長 
 

 10月も後半となり、朝夕めっきり冷え込むよ

うになりました。体調管理には充分気をつけて

下さい。 

  秋のイベント等もそろそろ終わりを迎えよう

としています。21日(日)は、荒尾ＲＣとの親睦

ゴルフ大会が阿蘇で開催されましたが、大変賑

わったようなので、是非報告をお願いします。 

 私は、人吉球磨総合美展の初日と云う事で、

鑑賞して来ました。本年も、どの部門も優秀な

作品が出展され、写真部門の人吉ＲＣ賞は宇土

市の方が『北アルプス唐松岳』と云う雪山風景

で受賞されています。審査員により写真部門の

優秀作品の講評が作品ごとにありましたが、入

賞するような人の作品ともなると、（特に風景

写真などは）単にそこにある被写体に向けて単

純にシャッターを押しているのではなくて、何

日もその場所に通い、光や影などを考慮して最

適なチャンスを覗っているそうです。特に、ヤ

マセミが魚を獲り、枝に打ちつけ弱った魚を一

度空中に放り投げて、捕食する瞬間を撮った写

真などは、わざわざ撮影場所を人工的に作り、

ハエなどの小魚を泳がせた溜め池を作り、その

横に枝ぶりの良い木を挿して、近くに迷彩テン

トを張り何日も粘った努力の成果との事で、ア

マチュアでもプロのような努力の裏側を見たよ

うな気がしました。 
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 さて、10月号のロータリーの友の紹介は先週さ

れましたが、もう一度読み返していましたら、米

山月間と云う事で、特集記事が掲載されていまし

た。その中の米山記念奨学会資料の中に、理事及

び監事の欄に、伊久美パスト会長が掲載されてい

ましたのでご紹介します。未だお気づきでない方

はご覧になって下さい。 

 また、今月号は田中作次ＲＩ会長の言葉が多く

掲載されていましたので、先週と重複するかもし

れませんが、田中ＲＩ会長部分だけの要旨をごく

簡単に紹介します。 

 まず、第１番目には、熱意あるロータリアンに

なったきっかけについては、職業奉仕との出会い

に気付いてからであった。と云う事で、入会から

の２年間は只例会に出席し、昼食を取り、卓話を

聞くだけだったが、そのような状況が一変したの

が、職業奉仕の卓話を聞いた時だった。仕事をす

る目的とは、ただお金を稼ぐだけではなく、いか

に地域社会に貢献し、地域社会や人々の生活をよ

りよく出来るかにあると気付いたのです。これを

理解した時、「超我の奉仕」の考え方が理解でき

ました。これからロータリーでの奉仕に積極的に

参加するようになったと語られています。 

 ２番目に、ロータリーの友委員長のインタ

ビューに答える形で、会長の本年のテーマである

『奉仕を通じて平和を』について、ロータリアン

を増やす事によって世界平和につながる、と語ら

れています。平和を提唱している日本は、世界の

情勢も良く知らなければなりません。国同士で

は、時々衝突が起こっていますが、ロータリアン

が多ければ多いほど、緩衝材になる事が出来ま

す。政治的な問題に巻き込まれることなく、一喜

一憂することなく、冷静に物事を判断することが

できるのがロータリアンです。そう云う意味で、

ロータリアンを増やす事が、世界の平和につなが

ると思います。と、述べていらっしゃいます。 

 また、第11回日韓親善会議でも、ロータリーは

どのようにして世界平和を推進しているかについ

て講演をされています。この日韓親善会議につい

１０月 職業奉仕米山月間 
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て、岡村ガバナーが９月に大分で開催された財団

セミナーでの挨拶の中で、竹島問題が一番取りざ

たされていた時期なので、韓国のロータリアンが

果たして参加するのだろうかと心配していたがと

ても盛会であった。ロータリーと政治とは別問題

であったと、安堵されていました。これが田中Ｒ

Ｉ会長のテーマである『奉仕を通じて平和を』で

あると思います。 

 さて、今年度の人吉ＲＣの年次総会を、クラブ

細則・第４条第１節により、12月７日の第１例会

に開催するようになっています。 

 年次総会において次々年度会長、次年度役員・

理事の発表そして承認を受けるようになっていま

す。クラブ細則第１条第１節により１か月前に候

補者の指名を求めます。期日は次回の例会日であ

る11月２日までに、浅野幹事か私の方に申し出て

下さい。もし、申出がなかった場合には、その後

の手順に則り進めさせていただきますので、会員

の皆様のご理解宜しくお願い致します。 

 尚、当クラブの慣例により次年度の幹事・会

計・理事の指名を、次年度渡辺会長に発表、承認

していただく方法を取らせて頂きたいと思います

ので、会員の皆様のご承認をお願い致します。 

 
 
   浅野 強 幹事 
 

【連絡事項】  

１．人吉市社会福祉協議会より歳末助け合い演芸 

  会の入場券販売のお願い[本田社会奉仕委員長へ] 

２．人吉市国際交流協会よりアブランテシュ市 

  青少年派遣報告会開催案内 

  [有村国際奉仕委員長へ]   

３．球磨川音楽祭に対してのお礼のハガキ[掲示] 

４．岡村ガバナーより本田直前ガバナーの言霊集 

  が発刊されましたので希望者は購入申し込み 

  案内[掲示]   

５．１月の例会について、1月4日は休会、1月11日 

  は通常例会、1月17日慶山ＲＣとの調印式と合 

  わせて新年会を開催します。  

６．ロータリー米山記念奨学事業の豆辞典を配布 

  してありますので各自持ち帰り一読願いま 

  す。     

７．お願いです。我がクラブの週報とロータリー 

  の友が置き去りになっています。必ず持ち帰 

  りをお願いします。    

【例会の変更及び取り止め】 [掲示版]  

 ・熊本東ＲＣ、熊本芦北ＲＣの週報 
 

  
 
    戸高克彦委員 

 

 

 

 

 

 

 

【地区より】  地区研修委員会中川貴夫委員 
 
 皆さん、こんにちは。地区研修

委員会よりお知らせをしたいと思

います。 

 11月10日（土）熊本においてガ

バナー補佐・委員会部門長etcを対象に「ロータ

リークラブについての心得」及びその他につい

ての研修会を致します。研修内容は、後日報告

する時間を戴き会員の皆様にフィードバックい

たします。 

 また、2720地区会員増強・拡大委員会よりお

知らせ及びお願いをいたします。 

 来る12月１日（土）熊本において第２回会員

増強セミナーを開催いたします。第１回のセミ

ナーは大分での開催でしたので、大分中央クラ

ブさんに子ホストをお願いたしましたが、今回

は熊本開催ですので、我がクラブ人吉ロータ

リークラブの皆様にご協力を戴きたいと思いま

す。山賀会長・幹事様よろしくお願いいたしま

す。 

 開催場所などは予約済みですので当日準備及

び受付など動員をお願いいたします。ちなみに

開催場所は、くまもと県民交流会館パレアにて

開催いたします。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 

【Ｒ情報委員会 ３分間ミニ情報】  
             
       『ロータリーの公式の歌』 

            浦田繁喜Ｒ情報委員長 

 1999年 11月ＲＩ理事会は、

ベートーベン作曲の｢エグモン

ト｣序曲の行進曲を編集した楽曲

が国旗入場式など、適格な行事

で演奏される公式の賛歌だと決

定しました。ほかに公式の歌ではありません

が、「ロータリー歌集」にたくさん載っていま

す。例会で歌を唄う習慣は、ロータリー創立後

の数年間シカゴＲＣでは奉仕強調派と親睦派と

の間で激しい討論があり、クラブの和がくずれ

かけて来た時、印刷業のハリー・ラグルスが

“諸君皆んなで歌を唄おうではないか”と提案

したのが始まりと言われています。間もなく

ロータリーの例会で唄うことが習慣となりまし

た。 

 この習慣は米国の多くのクラブに普及し、今

日では、オーストリア・日本・ナイジェリア・

本日の出席率 

会  員  数   67名   81.25% 

出 席 免 除 3名 10/12例会出席率  78.13％ 

欠 席 者 数 12名 補  填  数 14名 

出 席 者 数 52名 修 正 出 席 率 100％ 

＊届け出欠席  

 渕田・岩本光・中村・有村・尾方・板井・外山・北・小林清 

 大賀・堤正・和田 

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

Ｒ情報･会員増強･会員選考･職業分類家庭集会； 

 宮山･伊久美･大久保･高山･赤池･岩本泰･宮原･堤脩･浦田 

 尾方･堤正･武末 

人吉ＲＡＣ例会：立山  熊本南ＲＣ：片岡啓 



ニュージーランド・カナダと様々な国でポピュ

ラーな親睦行事となっています。例会の始めに国

家を唄うクラブはたくさんありますが、ヨーロッ

パ・南米・アジアのＲＣの例会でロータリーソン

グが唄われることは殆どありません。 

 日本で唄われている「我等の生業」は一業一人

制のロータリアンがクラブを結成し、平和と親睦

の目的に向かって、クラブ奉仕、職業奉仕、社会

奉仕、国際奉仕の四代部門を通じて努力するとい

う内容である。特に歌詞には職業奉仕の重要性が

強く謳われている。（歌詞は2番まである） 

 「奉仕の理想」も大体同じ内容ですが、自己の

職業を通じて、世のため人のためになるように最

終的にはロータリー綱領第四番目の世界平和が永

遠に続くことを願望している歌詞であります。 

 以上、二つのソングはロータリーの代表的なソ

ングであり、リズムも多少ローテンポで厳粛さが

にじみ、身の引き締まる感じがするので、通常大

会や協議会の開会時やクラブ例会時によく合唱さ

れます。 

 「手に手つないで」は、ロータリー拡大と親睦

を内容として唄われ、クラブ結束と世界平和に向

かって努力しようというリズミカルな歌いやすい

ソングです。（歌詞２番まで） 

 「それでこそロータリー」はこれも軽快なリズ

ムにのったメロディーで、一番の歌詞では会員同

志の親睦を、二番では社会のため・平和のため努

力するというものです。 

 なお、「奉仕の理想」や「我等の生業」は1935

年（昭和10年）の、京都における地区大会におい

て、新作の日本語ロータリー・ソングとして発表

されたものです。 

      （改訂第３版 ロータリー情報マニュアルより） 

 

【米山記念奨学委員会】     
 山賀会長より、米山記念奨学金１０月分の授
与、そしてチェン君より近況報告がありました。 
 
             ブ・ゴク・チェン君      

 皆さんこんにちは。昨日、多良
木の卓話無事に終わりました。そ
して中島さんの家に泊まりまし
た。久しぶりで感動しました。 
ありがとうございました。 

 

      米山月間卓話 

               片岡啓一委員長       

  今月は「米山月間」になりま

す。本年「米山記念奨学生世話ク

ラブ事業」に取り組んで半年が経

ちました。熊本市から少し距離が

あるということで、最初ちょっと

心配しておりましたが、奨学生のチェン君も人吉

ＲＣの例会に笑顔で毎月出席してくれ、人吉の会

員とも気軽に話ができるようになり、安心してい

るところです。 

 昨日までに５つのロータリークラブを訪問し、

米山奨学生卓話を済ませました。あと水俣ロータ

リークラブに来月訪問の予定です。チェン君と話

す機会も増えましたが、チェン君からこんな話を

聞きました。日本の食べ物で苦手な物は「生卵か

けごはん」、それから日本に来て驚いたことは

「温泉に行った時、おじさんが肩にタオルをか

け、堂々と裸で歩いてきたこと」だそうです。や

はり国が変われば文化も習慣も変わることで、そ

んな驚きも経験するようです。 

 この事業もあと半年になりました。残された時

間で人吉でのいい思い出を作り、人吉が好きに

なってもらうため、どうか皆さんに、職場訪問、

家庭訪問、イベントなどで誘っていただければと

思います。 

 本日は米山記念奨学会理解月間です。より理解

を深めていただくためにビデオを放映しますので

宜しくお願いいたします。 

 

（財）ロータリー米山記念奨学会ＤＶＤ15分 

   心つないで、世界へ 

   ロータリー米山記念奨学会の学友たち 

 

   

         ＜奨学金プログラム＞ 
◆奨学金一覧（2012年4月～13年3月） 

◆ 奨学金の募集・選考方法 上記１～４に適用 

○指定校から推薦された候補者を、各地区のロー 

 タリアンが面接選考します。 

○指定校は、地区選考委員会が決定します。 

○地区選考委員会では、奨学生としてふさわしい 

 学生を推薦してもらうため、指定校説明会を開 

 いたり、要望を伝えるなどの努力をしていま 

 す。（１カ国に偏らないように） 

ﾛｰﾀﾘｰ米山記念

奨 学 金 
月額 概  要  人数 

１ 学 部 課 程 

 （ＹＵ） 
１０万 

指

定

校

推

薦 

大学・大学院生対象の

代表的なプログラム  

791

人  

２ 修 士 課 程 

 （ＹＭ） 
１４万 

３ 博 士 課 程   

 （ＹＤ） 
１４万 

４ 
地 区 奨 励 7万 

短大･高専など。 

１人枠で２人採用可 

16

人 

５ 
クラブ支援 14万 

現役奨学生の期間延長制度 

（世話ｸﾗﾌﾞ推薦･半額負担） 

9人 

６ 
海外応募者

対 象 

10万 

14万 

来日前の日本留学希望者

が応募できる新制度。 

希望地区限定公募制。 

5人 

７ 
海外学友会

推 薦 
14万 

海外の学友会が募集・選

考する上級研究者助成。

公募制。 

2人 

    ※このほか、現地採用奨学金(ﾍﾞﾄﾅﾑ)の継続者2人 



◆選考スケジュール 

  ７月    地区で指定校決定 

  ８月    指定校・募集要項発表（HP掲載） 

  10月～11月 指定校からの申込期限（10/15） 

         書類審査(奨学会)→書類審査(地区)   

 12月～１月 地区にて面接試験実施 

               （12月初旬～） 

  1月～２月 合格通知 地区からの報告順に送付 

 ４月    オリエンテーション 
 

   ＜ロータリー米山記念奨学金一覧＞ 
学部･修士･博士課程ロータリー米山記念奨学金 
大学･大学院生対象の代表的なプログラム 

大学（高専専攻科、専修学校高度専門士課程含

む)･大学院生の留学生が対象。採用者の９割以上

を占めます。 

月 額 学部課程:10万円 修士･博士課程:14万円 

期 間 課程修了までの最長２年間 

募集方法 指定校推薦制度 

対象者 ・地区選考委員会が定める指定校に在籍 

     する正規留学生(留学ビザ) 

    ・採用時に各課程の最終学年、もしくは 

     その1つ前の学年に在籍 

    ・45歳未満 

その他 2010学年度募集より、国籍による応募資 

    格の制限を撤廃 
       
地区奨励ロータリー米山記念奨学金  
大学・大学院以外の教育機関を対象とするプログラム  

短大･高専･専修学校･準備教育課程など、大学以

外の教育機関の留学生を対象とするプログラム 

月 額  ７万円  

期 間 １年間 

募集方法 指定校推薦制度 

対象者 ・地区選考委員会が定める指定校に在籍 

     する留学生(留学･文化活動･研修ビザ) 

    ・40歳未満 

その他 採用数１名枠につき２名採用可 
  
クラブ支援ロータリー米山記念奨学金  
現役奨学生の期間延長プログラム 

世話クラブが申請し、延長期間の奨学金の半額を

負担します。 

月 額  14万円(うち7万円を世話クラブが負担) 

期 間 6ヶ月と1年の選択制 

採用数 若干名 

募集方法 世話クラブ推薦制度 

募集時期 ・ 4月採用：10/15応募締切 

    ・10月採用： 8/15応募締切 
 
海外応募者対象ロータリー米山記念奨学金 
来日前の日本留学希望者が応募できる新制度  

日本の受入校が決まっている留学生を入国初年度

から支援する新プログラム。2012学年度から3年

間の試行中です。 

月 額  研究生･学部生:10万円 大学院生:14万円 
    ※初年度のみ別途補助費支給あり 

期 間 原則２年間(研究生は1年だが進学の場合延長あり) 

募集方法 公募(ただし応募可能な地区に限る） 

その他 各地区採用枠のうち、最大１名を採用す 

    ることができます 
  
海外学友会推薦ロータリー米山記念奨学金 
海外学友会が募集・選考するプログラム  

海外学友会との協同による上級研究者研究助成プ

ログラム。学友会の活性化に寄与しています。 

月 額  14万円 ※他に宿舎･航空券補助あり 

期 間 １年間 

募集方法 韓国・台湾・中国の学友会選考委員会に 

    よる募集・選考 

対象者 博士号を取得し、日本留学を希望する 

    上級研究者 
 
【ニコニコ箱委員会】    齊藤日早子副委員長 

・漆野会員 21日の荒尾RCとの合同コンペは各方 

 面の先輩方には大変お世話になりました。企画 

 していただいた岩本泰典会員、マイクロバスを 

 運転していただいた中川会員、ゴルフに不参加 

 ながら駐車場を貸していただいた水野会員、参 

 加していただいた会員の皆様ありがとうござい 

 ました。               

・齊藤会員 21日、出水つるマラソン10kmの部に 

 参加し完走しました。今年、足の手術を1月、3 

 月にして杖歩きからリハビリウォーク、スロー 

 ジョギングと毎日１時間の散歩が功を制しまし 

 た。たくさんの方のお陰で生きてこられた事に 

 感謝の気持ちでいっぱいでした。完走以上に感 

 動でした。阿蘇ゴルフは参加出来なくて、岩本 

 さんごめんなさい。           

【米山記念奨学委員会】   片岡啓一委員長  

・浅野会員 チェン君、本日は工場訪問御苦労様 

 でした。１時間半と長時間でしたが興味深く見 

 学質問され案内しがいがありました。一部工程 

 が休業でストップして見学出来ませんでしたの 

 で時間が取れたら再訪問okです。     

・中島会員 チェン君を預かりました。今朝から 

 会長の山賀さんの会社、幹事の浅野さんの会社 

 を訪問見学させていただきました。浅野さんの 

 所では時間があるという事で工場内まで案内し 

 ていただきました。チェン君も私も大カンゲキ 

 でした。                

・中川会員 チェン君ようこそいらっしゃいまし 

 た。人吉中央ＲＣ、多良木ＲＣ、人吉ＲＣと訪 

 問大変ですが頑張って下さい。今日は氷と電子 

 部品の工場の見学いかがでしたか？楽しんで 

 帰って下さい。             

・立山会員 チェン君、多良木、中央ロータリー 

 と訪問ご苦労様です。みんなのクラブで米山留 

 学生を支えていこうというロータリーの姿は、 

 まだ新人会員の私にはとても清々しく映りま 

 す。                  

・山賀会長 本日のＤＶＤを見て米山奨学会が世 

 界平和の為になっているのが理解できました。 

 今後も奨学会の為に頑張ります。     
 
      点 鐘  山賀勝彦会長 


